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三春 RC テーマ：「ロータリーを広めよう！」
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皆さん、こんにちは。

リス人家族を取り上げた番組でした。日本では

今日のゲスト卓話は

横断歩道を渡ろうとしている人がいても止まっ

田村警察署遠藤孝署

てくれない止まってくれないドライバーがいる

長さんにお越しいた

と話していました。イギリスでは『横断歩道は

だきました。遠藤署

安全な場所』ということを誰もが認識している

長さんはこの 2 月に着任され、ここ田村高等学

ので、歩道を渡ろうと立ち止まっている人がい

校の OB でもあります。遠藤署長さん、今日はよ

れば走ってきた車は必ず停車するそうです。

ろしくお願いいたします。

日本ではどうでしょう？

4 月も後半になり間もなく田植えの季節を迎

私も歩行者がいて横断歩道で停車した際、対

えますが、私も先日ジャガイモを１０Kg 撒きま

向車が止まらなかったいう経験があります。

した。そして桜が終わるとバラの季節となり。

しばらく前の話になりますが、私が実際に見

バラはとても手間が掛かかりますが、１１月頃

た横断歩道でのちょっとした出来事をお話いた

まで花を咲かせてくれます。また、東邦銀行三

します。中妻小学校の前に押しボタン式信号機

春支店のバラも今年初めての春を迎えますが、

があるのを皆さんはご存知でしょうか？朝、中

こちらもどんな花を咲かせてくれるのかとても

妻小学校の子供たちは集団登校でこの横断歩道

楽しみです。

の前に立っている姿をよく見かけました。

先日、NHK の番組で『日本の横断歩道が危な

しかし、この押しボタン式信号機が赤になり

い』という放送を見ました。日本で暮らすイギ

車を止めたことがほとんどありませんでした。
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子供たちは車が近づいてくるのがわかると信

ことがあります。中妻小学校の PTA では子供達

号機のボタンを押すことはないからです。

にこのように教えているそうです。

ある朝、既に赤になっていた横断歩道で停車

『車見えたらボタン押すなよ！

することがありました。

朝はみんな忙しンだから

渡り終えていた中妻の子供たちは横断歩道の

車止めてダメだ！！』と。

横で一列に並んだまま立ち止まっていて学校に

お辞儀をする中妻の子供たちの姿を思い出し、

向かおうとはしませんでした。

思わず笑ってしましました。

そして信号が青に変わり車が発車すると、子

『横断歩道は歩行者優先』

供たちは停車していた車一台一台にお辞儀をし

今日はこんなお話しをご紹介し、会長挨拶とし

ていました。心が和む風景でした。

ます。

斎藤に住む私の従妹にこのことを聞いてみた

幹

事

報
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1.三春ロータリークラブ杯

第１６回田村支部春季野球大会

日時：平成３０年４月２８日（土）
・２９日（日）
（開会式）２８日午前８：００～
（閉会式）２９日（日）午後２：４０～
場所：三春町運動公園（町営グラウンド）
※出席される方は、三春 RC ジャンパーを持参ください。
２．楽器洗浄作業
日時：平成３０年４月２９日（日） 午前９：００～
場所：八島台集会場

（田村高校より５名参加）

※参加される方は、三春 RC ジャンパーもご持参ください。
※昼食は福原さんのご提案によりチキン・ポテト焼きなどおこないます。
３．八潮ロータリークラブとの２０１７－１８会長・幹事会
日時：平成３０年５月１日（火）

午後６：３０～

場所：埼玉県八潮市内
４．２０１８－１９

地区研修・協議会

日時：平成３０年５月１９日（土）
（登録）午前９：３０～
場所：福島市:パルセいいざか

（開会）午前１０：２０
TEL:024-542-2121

５．直前ガバナー・佐久間英一さん

RI 表彰祝賀会を開催します。

日時：平成３０年５月２４日（木） 午後６：３０～
場所：割烹 八文字屋
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各委員会報告
◇ 石 川 和 広 会長エレクト
5 月 19 日（土）に開催される地区研修・協議会のテキストは、
マイロータリーより参加される方各自ダウンロードして下さい
ますようお願いいたします。
白岩良子君

◇スマイル：富山クラブ運営委員
◇渡邉宏二さん
田村警察署長遠藤孝様ようこそ三春ロータ
リークラブへお出で下さいました。卓話楽

白岩良子君

しみにしておりました。よろしくお願いい
たします。
◇佐久間英一さん
遠藤田村警察署署長の来訪を祝してスマイ
◇影山吉則さん

ルいたします。

遠藤署長様本日はようこそお越し下さいま

◇富山和明さん

した。ご来訪を祝しスマイルいたします。

先日、国見町の道の駅で結婚式を挙げまし

◇橋本紀子さん

た。多くの人にお世話になって無事に終え

遠藤署長さん、お忙しいところをありがと

ることができました。ありがとうございま

うございます。ご来訪に感謝してスマイル

した！

いたします。

◇福原義守さん

◇増子博保さん

遠藤署長の卓話に感謝します。

遠藤署長様本日はようこそ三春 RC お出で

◇白岩良子さん

下さいました。お話楽しみにしておりま

遠藤署長今日はありがとうございます。

す。宜しくお願い致します。

◇山口進さん

◇橋本国春さん

田村警察署長遠藤孝様の卓話を歓迎して。

こんにちは。遠藤田村警察署長さんゲスト

◇石川和広さん

卓話有難うございます。卓話にスマイルで

遠藤署長さんをお迎えして。

す。
スマイル合計

ゲスト卓話：遠藤孝田村警察署長
1． はじめに
本日は「三春ロータリークラブ」の定例会にお招きいただき、
卓話の席を設けていただきましたこと、大変光栄に思います。
影山吉則会長からご紹介がなされていますが、影山会長の奥様
とは、地元田村高校の同級生であり、会長とは大学の後輩とし
て、またメンバーの皆さんの中にも田村高校卒業生の方がいる
とのことで、これも何かのご縁なのかなと感じている次第であ
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19,000 円

ります。
今日の卓話のお話を伺いして、何を話そうかなと悩みましたが、折角のご案内ですので、皆さん
に管内の治安情勢について若干お話を行い、私が前任の県民サービス課というところで携わってい
た「警察安全相談」についてご紹介し、警察の活動についてご理解とご支援を更に賜りたいと考え
ております。どうぞ、よろしくお願いいたします。
２．自己紹介
まず、自己紹介をさせて頂きます。既に会員のほとんどの皆様がご存じだと思ますが、
生まれは隣町の船引町です
小学校 5 年まで常葉町で過ごし、船引小、船引中学校を卒業し、ここ地元である田村高校を卒業
しました。その後は、会長と同じ日本大学に入り、県職員や教職員を目指していたものの、休日にた
またま自宅を訪問した交番の警察官に警察官を勧められ、この世界に入ったという流れとなります。
親戚縁者にも警察官は誰一人いなく、また、工学部で学んでいたことから当時は友達から、
「なんで
警察なの」と疑問符を投げられていました。
警察のケの字も知らない私でしたので、もちろん正義感や使命感に燃えていた訳ではないのが本
音です。警察官の採用試験での面接で、面接官に遠藤君は、警察になってどこまでなりたいの、と質
問された時、右も左もわからない無頓着な私が、恐れ多くも「署長です」と答えたのが、とても懐か
しく思います。その面接官である上司からから先日署長職になった時、
「おめでとう。あの時の言葉
が実現したね。
」と喜んでもらうことができました。現在、署長という職責の重みを感じながら、ま
た、多くの先輩、後輩、知人に囲まれて仕事ができるこの地元で勤務できたことは、ほんと幸せに耐
えません。故郷に錦を飾ることができるかどうかは、田村警察署を離れるときに、皆さんからの評
価で決まると思いますので、批判の受けないよう精一杯頑張っていきたいと思っております。昭和
57 年に警察官を拝命し、いわき東署を振り出しに喜多方、福島、相馬など、前任の警察本部県民サ
ービス課まで 16 の所属を異動し、引っ越しは 11 回行い、その度に家族には辛い思いをさせました
が、逆におれぞれの地域で知り合いも多くでき良かったところもあります。長く仕事をしていると
事件や事案への対応は多くありますが、7 年前の東日本大震災の被災地において避難誘導、行方不明
者の捜索活動に従事したことが思い出のある事案です。その他、直接、指揮をした事件や事案が少
ないのでご紹介できないのが残念です
3．田村警察署管内の治安情勢
それでは、管内の治安情勢ということでお話したいと思います。まず、警察署の体制については、署
長以下 83 名です。ご存じの通り田村警察署は、平成 22 年 4 月に警察署の再編で、小野警察署と三
春警察署が統合され田村警察署が誕生しました。参考まで、田村警察署という名称は、明治の時代
に使われていたという史跡があります。昭和 29 年警察法の全面改正に伴い国家地方警察が廃止さ
れ、三春警察署が誕生、三春町南町にあった警察署が現在の熊耳に移転したのが昭和 55 年 3 月、田
村警察署として名称が変更されてから 8 年目となります。どこの組織でも同じかと思いますが、若
手の育成が課題となっています。田村署に勤務する警察官の平均年齢は、約 40 歳と若いことから、
早期に力を付けさせることが必要と考えています。田村署の平成 29 年中の刑法犯の発生件数は 179
件で平成 28 年中と比較して 11 件増加しました。多かったのが万引きで 30 件を占めています。ま
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た、交通死亡事故が前年よ 4 件も多く発生し 5 名の方はなくなってしまいました。
今年になり 3 月末現在で、事務所荒らし、倉庫荒らし、自動販売機荒らしなど刑法犯は 45 件発生
しています。交通死亡事故の発生は現在のところありません。
ただ、増加傾向をみせているのが、架空請求やオレオレ詐欺などの振り込め詐欺で現在まで 8 件
発生しています。昼間自宅に一人でいる高齢者がターゲットになりやすく、官民挙げて被害の防止
に取り組んでいるところであります。
皆さんのお宅にある消防防災無線からも注意喚起の広報を行っています。
隣接する郡山市での犯罪の発生が多いことから、田村署に波及しないよう全署員挙げて街頭活動
を強化し犯罪の発生の未然防止に努めているところであります。
4．警察安全相談について
警察では昔から「困りごと相談」として窓口を開設し、住民の方から相談を受け付けていましたが、
平成 11 年から平成 12 年にかけて、いわゆる警察不祥事が勃発し、社会的に大きな問題となりまし
た。その時に、
「国民のための新しい警察」を実現していくための改革の一つとして、国民の要望·意
見の把握と誠実な対応を具現化していくために、全国的に「警察安全相談」という名称に変えまし
た。当時、福島県警では、新たな部署として「総合相談課」を発足させ、県民からの苦情要望、被害
者支援、情報公開など、県民の警察との窓口を開設しました。私は、この課に課長補佐として平成
18 年から 3 年間、課長として昨年 1 年間勤めさせていただきましたので、ここでは「警察安全相談」
についてお話をさせていただきます。
皆さんは#9110 という番号をご存じでしょうか。これが、警察安全相談窓口の全国共通ダイヤル
となっています。県内でこの番号に電話をすれば、福島市にある県民サービス課の警察安全相談員
のところにつながりますし、他県でかけた場合でもその県の警察安全相談担当の窓口につながるよ
うになっています。警察署に直接かけるのはちょっと嫌だなとか、どこに問い合わせたらよいかわ
からないときは、この番号にかけてお聞きになれば良いと思います。
さて、県内の平成 29 年中における警察安全相談電話吸理件数は、4 万 2 千件で前年より約 2,100
件増加しています。相談の中で一番多いのが生活安全に関する内容となっています。ストーカーや
DV,不審者の徘徊など犯罪等による被害防止が約 7 千件職場、家庭や隣近所とのトラブル等に関す
る関する相談が約 6 千件などが相談の大部分を占めています。また、サイト動画使用料の請求のは
がきやメールがきたのでどうしたらよいか、という相談も 4 千件を超え、この相談のほとんどが振
り込め詐欺の手口であることから、相談を受けることによって被害を防止できているところであり
ます。因みに、私の取り扱った相談の中には、自殺の相談など命に関わるものも時々有り所轄の警
察官に相談者の所に急行させその都度、やめさせるように説得を行ったり、被害の防止を図ってい
ました。この警察安全相談の業務には、その他に警察に対する要望や苦情も受けています。
要望に対しては、真摯に受け止め対応したいところですが、警察で対応できない要望も数多く寄せ
られることから、大変苦労するところであります。警察官の職務上の行為に対する苦情も数多く寄
せられます。現場の警察官は一生懸命対応しようとしているのですが、まれに強い口調と取られた
り、横柄な態度と受け止められてしまうことがあり、必要の都度、業務の改善等に努めています。
どこでもそうかもしれませんが、いわゆるクレームや苦情への対応がとても頭を痛めるところか
と思いますが、対応の要領を身につければ負担の軽減が図れるのではないかとも感じました。
相談や要望を受け付ける窓口は、警察以外にも数多くあり、ご紹介もしています。
ぜひ、皆さんの周囲で困っている方がいれば、この窓口をご紹介して頂ければと思います。
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５．おわりに
地元の警察署長に赴任でき、皆さんとお会いできたこと、とても嬉しく思っています。
地元でも署長として仕事ができる時代となりました。これからも、私と同じように地元に戻り、仕
事をする方がいると思いますので、愛姫の生誕地ここ三春町から多くの警察更にご支援をお願いす
るとともに、ぜひ、官を誕生させていただければと思います。
管内の治安の維持のため三春ロータリークラブの皆様にも、引き続きご支援ご協力を賜りますよう
お願いいたします。
本日は、ありがとうございました。

何か困りごとがあったら・・・！
警察安全相談窓口の全国共通ダイヤルに迷わず相談を！！

☎

#9110

閉会点鐘

国際ロータリー第２５３０地区
三春ロータリークラブ
TEL

FAX

E-mail

例会場

割烹文字屋

三春町字大町 18-１

62-5757

62-3174

hashimoto@8monjiya.jp

事務所

〒963-7759

三春町八島台 5-3-9

62-2334

62-2334

rcmiharu@gmail.com

会

長

影山

吉則

三春町桜ケ丘 3-1-3

62-3018

62-3110

y.kageyama@watadengumi.co.jp
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三春町字中町 51-1

62-4038

62-4038

shinji@polsys-inc.com
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宏二

三春町字荒町 60

62-2410

62-2410

yamadai@orange.plala.or.jp
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